
独立行政法人種苗管理センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

12,611 8,792 2,300
1,055

464
（地域手当）
（通勤手当） 4月1日 ＊

千円 千円 千円 千円

11,758 7,395 2,898
887
578

（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

8,055 6,485 1,544 26 （通勤手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

634 634
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

634 634
（　　　　）

３　役員の退職手当の支給状況（平成２５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

9,650 8 0 平成25年3月31日 1.0 ＊

千円 年 月

注１：当法人では、非常勤監事の退職手当支給規程がないため表を省略した。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

　中期目標に定められた業務について、中期計画に沿った年度計画が順
調に達成され、独立行政法人評価委員会による平成２４年度の総合評価
がＡ評価であったこと等を踏まえ、役員報酬の増減は行わなかった。

　　また、理事長は、法人の目的とする適正な品種登録の実施及び優良な
種苗の流通の確保を図るための種苗の管理に関する業務等を統括しつ
つ、行政官としての経験を生かし国内関係機関等との連携を図るなど、強
いリーダーシップを発揮し、法人の業務を的確に遂行している。
　また、1000名規模の組織運営の経験を有するなどマネジメント能力に長
けており、今後予定されている法人の統合に向け、強いイニシアチブを発
揮して対応できる経験と能力を十分に有している人材である。
　これらを踏まえると、当法人の理事長の俸給水準は適正であると考える。

（主務大臣の検証結果）
　理事長は、種苗管理業務等を的確に遂行しており、当該法人を総理す
る長の報酬として、適正であると考える。

改定なし

○平成25年度の組織改正において理事（業務担当）を
北海道中央農場駐在とするに当たって、給与体系の見
直しを実施

改定なし

役名
就任・退任の状況

・俸給の月額を、独立行政法人通則法第19条第2項に
定める理事長の職務を代理することとなる理事
（683,000円）とその他の理事（599,000円）に区分。

摘　　要

前職
その他（内容）

理事長

理事Ａ

理事Ｂ

監事Ａ
（非常勤）

理事長

　独立行政法人評価委員会に
よる業績評価の結果、在職期
間における年度業務実績評価
は、各事業年度とも「A」評価で
あったが、年度計画に基づき、
その計画の範囲内で、効率化
を図りつつ業務の改善等を
行ってきたものであることから、
基本業績勘案率1.0を加減算
するには至らないとの決定がな
された。

理事 該当者なし

監事Ｂ
（非常勤）

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給
　　されているものである。
注２：本表の「前職」欄の「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、
　　「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者を示す。該当が無い場合は空欄である。

法人での在職期間



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２５年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

235 45.8 5,862 4,456 58 1,406
人 歳 千円 千円 千円 千円

207 45 5,956 4,528 54 1,428
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 51.1 5,158 3,918 75 1,240
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 － － － － －

　① 人件費管理の基本方針

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び
合理化を行い、中期計画の人件費の見積もりの範囲内で人件費の管理を行って
いる。

　独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する
法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実
績及び中期計画の人件費の見積もり、その他の事情を考慮し決定を行っている。

　職員の人事評価に応じて、昇給号俸数や勤勉手当の成績率の決定を行ってい
る。

給与種目 制度の内容

総額 うち所定内 うち賞与

○一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則９－８（初任給、昇格、昇給
等の基準）の一部改正に伴い、当センターの職員の昇格等についても国に準ずる
ことに伴う改正

・55才を超える職員について、標準の勤務成績では昇給を停止及び高位の号俸
から昇格した場合の俸給の増加額を縮減する昇給・昇格制度の見直しを実施
し、国家公務員と同様に見直し。

賞与：勤勉手当
（査定分）

　職員の人事評価に応じ６月期及び１２月期に135/100（特定幹部職員につ
いては175/100）を超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月
額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給する。

○「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成２４年法律第２
号）に基づく、国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講じた。

職員給与（平成24年5月から）
（１）人事院勧告に係る改定分
・俸給月額の引き下げ。（平均△0.23％）
・平成24年6月期期末手当の減額支給措置。（平成24年4月分の較差相当分△
0.37％）
・俸給月額の改定に伴う経過措置の改正。
（実施期間を平成26年3月31日までとし、調整率を100分の99.59→100分の99.1
等）
・昇給抑制の回復措置。（36歳未満における号俸の調整）
（２）臨時特例分（平成26年3月31日までの間）
・俸給月額の減額支給措置。（△4.77％、△7.77％、△9.77％）
・俸給の特別調整額の減額支給措置。（△10％）
・期末手当及び勤勉手当を除く地域手当等の俸給月額に連動する手当の減額
支給措置。
（減額後の俸給月額等の月額より算出）
・期末手当及び勤勉手当の減額支給措置。（△9.77％）
・平成24年12月期期末手当の減額支給措置。
（平成24年4月分俸給の減額支給措置相当分。△4.77％、△7.77％、△9.77％）

平成２５年度の年間給与額（平均）

　　各職種については、該当者がいないため、表を省略した。

注2：「技術専門職員」とは、圃場管理に関する専門的業務に従事する職種を示す。
注3：「医療職種（診療所看護師）」とは、診療所における医療事務に関する専門的な業務に従事する職種を示す。

注4：「医療職種（診療所看護師）」は２名以下であるため、当該個人に関する情報が特定される恐れがあることから

　　「平均年齢」以下の事項については記載していない。

俸 給

　人事評価が適切に反映されるよう職員を特定職員の管理職層並びに特
定職員以外の職員の初任層及び中間層に区分し、さらにそれぞれの職員
層ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定し、毎年１
月１日に昇給させる。

区分 人員 平均年齢

注5：在外職員、任期付職員、再雇用職員及び非常勤職員の区分については、該当者がいないため、表を省略した。

注6：「研究職種」、「医療職種（病院医師）」、「医療職種（病院看護師）」及び「教育職種（高等専門学校教員）」の

常勤職員

事務・技術

技術専門職員

医療職種
（診療所看護師）

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。



②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 － － － －

10 54.8 7,961 8,161 8,475

2 － － － －

29 41.5 4,833 5,489 6,313

5 31.9 3,808 3,895 4,274

10 58.7 8,020 8,700 9,258

18 54.0 7,487 7,801 8,195

77 44.0 4,841 5,522 6,199

1 － － － －

29 32.6 3,313 3,630 4,101

8 50.5 6,914 7,109 7,221

17 52.7 6,583 6,885 7,104

・地方主任

代表的職位

・本部部長

・本部課長

・本部課長補佐

・本部係長

・地方係員

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤
まで同じ。〕

・本部係員

・地方部長

・地方課長

・地方係長

・種苗専門役(本所)

・種苗専門役(地方機関)

注：本部部長、本部課長補佐及び地方主任の該当者は２名以下のため、当該個人に関する情報が特定される

　おそれのあることから、「平均年齢」以下の事項については記載していない。

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：２０－２３歳の階層は該当者がいない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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人 千円 年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

人数 平均給与額 第３四分位 第１四分位 国の平均給与額 



計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

人 人 人 人 人 人

207 7 27 63 45 38
（3.4%） （13.0%） （30.4%） （21.7%） （18.4%）

歳 歳 歳 歳 歳

29～24 49～28 55～30 58～40 55～47

千円 千円 千円 千円 千円

2,394～2,205 3,854～2,507 5,304～2,773 5,932～4,008 6,643～4,507

千円 千円 千円 千円 千円

3,082～2,897 4,984～3,246 6,818～3,707 7,608～5,363 8,444～6,113

６級 ７級 ８級 ９級 １０級

人 人 人

23 2 2
（11.1%） （1.0%） （1.0%）

歳 歳 歳

59～49 － －

千円 千円 千円

7,776～5,371 － －

千円 千円 千円

9,636～7,286 － －

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.2 66.1 64.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.8 33.9 35.3

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～32.2 41.8～30.1 43.4～31.1

％ ％ ％

64.1 66.8 65.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.9 33.2 34.5

％ ％ ％

         最高～最低 43.5～32.0 40.7～29.5 40.4～30.7

な職位

区分

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

年間給与額
(最高～最低)

注：７級及び８級における該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

④ 賞与（平成２５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

年齢
（最高～最低）

所定内給与年額
(最高～最低)

部長（地方）
部長（本部・地
方）

人員

（割合）

年間給与額
(最高～最低)

区分

標準的 部長（地方）、
課長（本部・地
方）、種苗専門
役（本部）

所定内給与年額
(最高～最低)

人員

（割合）

年齢
（最高～最低）

標準的 係長（本部・地
方）、主任（地
方）な職位

係長（本部・地
方）、種苗専門
役（本部）

課長（本部・地
方）、課長補佐
（本部）、種苗
専門役（本部・
地方）

係員（本部・地
方）

係員（本部・地
方）

③  職級別在職状況等（平成２６年４月１日現在）（事務・技術職員）



95.9

91.7

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

102.5

参考 97.5

103.1

⑤

講ずる措置

指数の状況

対国家公務員　　95.9

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　当法人の給与は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職員
の給与に関する法律」に準拠して策定した職員給与規程に基づき支給して
いるため、国家公務員とほぼ同水準である。
　地域勘案及び地域・学歴勘案において指数が高くなっているのは、人事
異動を全国規模で実施していることから広域異動手当（68人 32.9％）や単
身赴任手当（30人 14.5％）の受給者の割合が高いこと、寒冷地及び離島そ
の他の生活の著しく不便な地にある職場の職員数が多いことから、寒冷地
手当（82人 39.6％）及び特地勤務手当（55人 26.6％）の受給者の割合が多
いことが要因と考えられる。

　給与水準の適切性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９０．９％】
（国からの財政支出額　２，８６７百万円、支出予算の総額　３，１５４百万円：
平成25年度予算）
【累積欠損額　なし（平成24年度決算）】
【管理職の割合　１７．９％（常勤職員数２０７名中３７名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　３５．７％（常勤職員数２０７名中７４名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　７９．５％】
（支出総額３，１６３百万円、給与・報酬等支給総額２，５１７百万円：平成24
年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与は、国家公務員の職員給与を規定している「一般職の職員
の給与に関する法律」に準拠して策定した職員給与規程に基づき支給して
いるため、国家公務員とほぼ同水準であり、適切性を確保している。

（主務大臣の検証結果）
　給与水準は国家公務員より低い水準であるが、国家公務員に準拠した給
与規程に基づき支給しており、法人の給与は適切な水準にあると考える。
　なお、年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えているのは、勤務地が
全国広範囲に所在しているため、広域異動手当等を受給する職員の割合
が高いためである。

地域勘案

学歴勘案

地域・学歴勘案

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

項目 内容

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25年度）

前年度
（平成24年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

・早期退職募集制度の導入→平成25年8月1日
・退職理由を号建てにする等の所要の規定の整備→平成26年1月1日
・早期退職特例措置の拡充→平成26年1月1日

（△ 12.9）

最広義人件費

給与、報酬等支給総額

（△ 10.4） △ 160,116

394,116 △ 200,050 （△ 50.8） 74,712

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成23年度）からの増△減

（△ 6.6）

福利厚生費
243,477 256,749 △ 13,272 （△ 5.2） △ 35,982

2,256,658 2,517,447 △ 260,789

（62.6）

非常勤役職員等給与
104,147 104,088 59 （0.1） 2,315 （2.3）

退職手当支給額
194,066

1,714,968 1,762,494 △ 47,526 （△ 2.7） △ 201,161 （△ 10.5）

○職員退職手当支給規程の一部を改正する規程（24種管第1098号。）附則第1項において「理
事長が別に定める日」としていた改正内容の施行期日を規定

・「給与、報酬等支給総額」は、対前年度比△２．７％であった。
主な要因は、中期計画に定める期末の人員目標達成のための新規採用者の抑制及び
退職等に伴う減員によるものである。

・「退職手当支給額」は、対前年度比△５０．８％であった。
　主な要因は、退職者数が前年度より減少（１８名→１２名）したことによるものである。
　また、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣
議決定）に基づき、平成24年度に役員退職手当規程及び職員退職手当支給規程を改
正し、調整率を段階的に引き下げたことによるものである。

・「最広義人件費」は、「退職手当支給額」等が減少したことから、対前年度比△１０．
４％であった。


